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グーグルマップの撮影
グーグルマップのストリートビューで、本
社玄関より訪問し、エレベーターに乗り、
ロビーやオフィス内を内覧できるよう本社
建物内部の撮影を専用の 360 度カメラ
で行われました。近々閲覧できるようにな
ると思いますので楽しみにしていて下さい。

キックオフの中止
５月以降のキックオフミーティングも中
止としました。多くの人の顔を見て、直接
話ができ元気をもらえる年１回の機会な
のですが、仕方がありません。制約は多
いですが、気持ちは負けず、今出来ること
を元気に行っていきましょう。各自が自分
をセルフマネジメント出来るかを問われて
いるとも言えます。キックオフの研修用に
用意したＤＶＤは、各部門で順番に視聴し
てもらいますので、出来るだけ早く全部門
に回るようご協力下さい。ただ、３密にな
らないよう視聴においても、少人数単位
で行うなどご配慮下さい。

岐阜営業所工事契約
４月初旬に、新岐阜営業所の工事契
約を結びました。現場での作業は、７月か
ら始まり 11 月末竣工予定です。現在は、
鉄骨の製作にとりかかっています。引っ越
しは、年内で調整中です。

コロナウイルスの猛威の中で
世の中、コロナウイルスの話題ばかりで
すが、その中で、思うことをいくつか、取り
上げてみたいと思います。コロナ後、どうい
う世の中になっていくのでしょうか。
① タバコと運動習慣
コロナウイルスにもし感染したら、喫煙
者であるかどうかが、重症化に至るか、ま
た命にかかわるかどうかに影響を及ぼし
ているようです。肺炎になるわけですから
肺機能の健康度が重要なことは、間違い
ありません。何パーセントとかは、個人差
もあり言うことは難しいと思いますが、かな
り違うのは間違いないことでしょう。また、
運動習慣も同様です。酸素を取り込み、
血中に送り込めるかどうかは、普段からの
運動習慣、特に有酸素運動により、肺機
能が健全に保たれているかにかかってい
ます。普段から不摂生の人は要注意です。
厳しいようでも、強い人が生き残り、そうで
ない人が命を奪われるという種の存続の
現実があるようです。弱者への感染は、
絶対的に避けるとともに、自分を強くする
努力も大切と思います。タバコや運動習

慣など、健康に対する意識もさらに変わっ
ていくでしょう。
② テレワークについて
テレワークが、何より大切で、コロナ後
広がるように言われていますが、ただ、テ
レワークが良いというのは考えが大変浅い
ように思います。要は、テレワークをするこ
とで、結果が良くなるかどうかという結果
次第ということです。アメリカでテレワーク
が進んでいると言いますが、日本とは状
況が随分違うと思います。まず、アメリカ
は、結果重視というか、結果がすべてとい
うことが徹底されています。会社に来ると
か、残業するとか関係なく、営業や投資
運用では、結果を出せば良いのです。結
果が良ければ、良いサラリーやインセンテ
ィヴをもらえるが、結果が悪ければすぐに
契約解除です。日本の正社員というより、
契約型なのです。だから、アメリカは、富
が集中し、ストレスが多い国になるのです。
また、アメリカは大変広い国で通勤事情も
違います。そうした中で、テレワークが便
利となったと思うのですが、チャットで繋が
れているそうで、会話もしやすいかもしれ
ませんが、監視もされているわけです。ま
た、住宅事情も違います。アメリカの家は
広く、在宅勤務の多くの人が仕事部屋を
持っており、仕事に集中できる環境がある
と思います。日本でも、フリーターや個人
事業主の方で、成功している方は、仕事
場を別に借りている方も多いのではないで
しょうか。また、決められた作業をやるとい
う創造性がない仕事、テレワークでも同様
にできる仕事は、機械化できる仕事であり、
社員ではなく業務委託でも可能な仕事と
も言えます。今はコロナウイルスという特
別な事情ですが、日本において、テレワ
ークが進むとは、そうは思えません。結果
やコストなどを客観的に判断し、置かれた
環境下において、判断されるべきでしょう。
また、一方で、学校の休校も含め、規則
正しい生活をすることのありがたさ、移動
や場所をかえることで ON と OFF の切り替
えをする効果も再認識されたようにも思い
ます。
また営業の場面においても、人に会っ
て得られる情報は大切です。それは、五
感を使って人に対する思いやりや関心を
フル稼働し良い提案ができるかどうかで
す。訪問した自宅やオフィスの様子から
感じとられることも多いでしょう。良い提案
をしようと思ったら、会いに行き、情報をと
ることは絶対に必要で、その結果をオフィ
スで同僚に語り、共に働くのが効率的に
思えます。テレワークや IT でなんでもでき
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るように考える人はそうした感性が乏しい
人ではないでしょうか。会えばもっと良くな
ることを、わざわざ、空中に飛ばし２進法
のデジタルで行うなど非効率なわけです。
会いに行くのに、飛行機で飛ぶような国で
はありません。ただ、東京の過密による脆
弱性は再認識され、地震などの自然災
害や感染症に対し、街づくりそのものを長
期的な視点にたって、考えなおすべきで
しょう。
③ この時期にやれること
人に会うことやイベントもできず、営業
が滞りがちです。普段、多忙な人は、この
時期だからできることに、取り組んでみた
らどうでしょうか。皆さんそれぞれ、自分な
りに考えることが大切だと思います。是非、
時間を有効に。
④ 大気汚染の改善
中国では、毎年大気汚染に起因する
病気で亡くなる方が、160 万人に達する
と言われています。このコロナウイルスに
よる経済活動の停滞で、大気汚染が随
分改善されたようで、米国の大学の試算
で、７万人以上大気汚染が原因で亡くな
る人が減少するだろうと発表されています。
コロナウイルスで亡くなった中国人は、当
初３千数百人と発表され、その後４千数
百人と訂正されており、何が真実かわか
らない国ですが、そのぐらいの人数です。
私たちは、この事実をどうとらえればいい
のでしょうか。米国では、５万人以上が亡
くなり、特にニューヨークで爆発的に感染
していますが、その背景に貧困があると言
われています。貧民層の仕事は、テレワ
ークが可能な職種ではなく、また大勢の
家族が狭いところに一緒に住んでおり、健
康保険にも加入していません。普段から
の健康状態や衛生状況もよくありません。
そこで爆発的に増えてしまったようです。
また、当然、彼らは、現在、職を失ってお
りさらなる経済的ダメージも深刻です。ま
た、そういう人たちの多くが移民だそうで
す。アメリカは、多くの移民で経済が成り
立っており、問題の多くがそこにあります。
ただ、なぜ移民して来るかというと、自分
たちの国よりはマシと考えるからで、アメリ
カはそうした人たちを受け入れており、日
本は受け入れていないというのも事実で
す。
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施工事例紹介

ちょっと一言

●施工場所 愛知県豊田市
●工 事 名 フェンス新設・カーポート側面取付工事

「自宅で過ごす時間には」
建設事業部 不動産課
高橋 理恵

■担当

住宅メンテナンス事業部 三河営業所 各務 謡平

周囲から視線が入らないようにしたいというご相談を受けご提案
させていただきました。既存のフェンスは御施主様のご希望により
撤去せず、内側に沿うようにして新しいものを建てるようにしまし
た。新設のフェンスはルーバータイプ。目隠しはしつつも多少の風
は通せるものを採用。とはいえ高さが 2200 ㎜を超えるので耐風圧
強度確保の点から柱間隔は 1000 ㎜以内となりました。フェンスと
連続するようにカーポート側面にも視線を通さないすりガラス調サ
イドパネルを補助柱とともに取付けました。あまり大掛かりになりす
ぎないように、且つできる限り広範囲をカバーする施工内容となり、
結果御施主様にも大変喜んでいただけました。

★Happy News★
資格取得おめでとうございます
★法人事業部 東海営業所 久留さん
危険物取扱者（乙種４類）

皆さまお疲れ様です。不動産課の高橋です。なんと、今年の４
月で入社５年目に突入しました。今年はコロナウイルスの影響で花
見にも行けず、学生や新入社員でごった返す朝の満員電車に乗る
ことも無く、未だに新年度という感覚がしません。
外出自粛令が出されている中、家での過ごし方を模索している
方は多いのではないでしょうか？私はここぞとばかりに家の片付け
＆大掃除でもやろうかな～と思い、休みの日は少しずつ手をつけて
います。先日は洗面室を掃除したのですが、中々きれいにならず
大苦戦しました。
そんな状況ですが、実は昨年から私の中で断捨離ブームが来て
おり、少しずつですが物を減らしているところです。私は映画や舞台
が好きでたまに見に行くのですが、ついつい買ってしまうのがパンフ
レットや関連雑誌ですね。こういった写真雑誌はカッターで１ページ
ずつ切り離し、スキャナーで読み取ってオンラインクラウドに保存し、
ペーパーレス化を進めています。こうやって自分で書籍を電子化す
ることを俗に「自炊」と言うそうです。雑誌は思いのほか場所をとる
ので、これだけでかなり片付けが進みました。着る機会のない衣類
やバッグはフリマアプリに出せば大半は売れます。一時期かなりは
まっており、数万円程度ですがお小遣い稼ぎが出来ました。それ程
に家に物をため込んでいたということですが、一度思い切って物を
手放してみると結構快適です。何より掃除や手入れが楽ですし、片
付いたクローゼットは見ているだけでも気分が良くなります。
この記事が公開される頃には家中すっきりピカピカにすることを目
標に、家で過ごす時間を無駄にしないように過ごせたらいいなと思
います。最後まで読んでいただきありがとうございました。

入社社員紹介
★大島 ほのか 経理部 22 歳
趣味：映画鑑賞
「一日でも早く仕事を覚え、貢献できるよう頑張ります。
よろしくお願いいたします。」
★岩井 雪乃 建設事業部 春日井店 22 歳
趣味：写真撮影、舞台鑑賞
「自分にできることを精一杯頑張ります。」
★樋田 圭 セブンハウス事業部 24 歳
趣味：買い物、音楽鑑賞
「しっかりと仕事を覚え、一人前になれるよう頑張ります。」
★森田 亜輝 法人事業部 東海営業所 18 歳
趣味：バンドのライブに行くこと、スニーカー集め、野球観戦
「会社の力に一早くなれるように頑張ります。人と話すのが
好きなのでよかったら声かけてほしいです。」
★沖 新菜 法人事業部 法人建設課 22 歳
趣味：ホラー映画やホラーゲーム、テニス
「何事も吸収できる社会人を目指します。どうぞよろしくお願
いいたします。」
★山元 里紗 法人事業部 法人建設課 22 歳
趣味：テレビ鑑賞、ペットのお世話
「精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。」

★福永 航 設備事業部 東海統括課 18 歳
趣味：料理
「一日も早く職場に慣れるように努力したいと思いますので
よろしくお願いします。」
★三輪 航洋 大阪事業部 阪神営業所 22 歳
趣味：映画鑑賞
「少しでも早く一人前になれるよう、精一杯頑張ります。」
★箕浦 開介 大阪事業部 京滋営業所 22 歳
趣味：映画鑑賞
「早くお役に立てるようがんばりますので、よろしくお願いいたしま
す。」
★石嶋 正輝 東京事業部 東京西営業所 22 歳
趣味：カラオケ、スポーツ観戦
「未経験で分からないことも多いですが、１日でも早く仕事を覚
え、会社に貢献できるよう頑張ります。」
★小川 雪慧 東京事業部 東京西営業所 20 歳
趣味：カラオケ、絵を描くこと
「不束者ですがよろしくお願いします。」
★田部井 秀政 東京事業部 東京中央営業所 22 歳
趣味：映画鑑賞
「よろしくお願いいたします。」

